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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 30,209 △1.4 1,252 ― 530 ― 312 ―
22年3月期 30,652 △4.2 △3,220 ― △3,780 ― △9,196 ―

（注）包括利益 23年3月期 △43百万円 （―％） 22年3月期 △8,936百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 7.49 ― ― 2.5 4.1
22年3月期 △297.10 ― ― △15.3 △10.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 22,507 4,074 18.1 △16.20
22年3月期 20,377 △4,740 △23.3 △153.16

（参考） 自己資本   23年3月期  4,074百万円 22年3月期  △4,740百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △293 1,132 3,904 5,653
22年3月期 466 △289 △1,026 1,071

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 業績予想につきましては、平成23年３月に発生した東日本大震災が市場および当社グループの顧客に与える影響が見通せず、予想をすることが困難で
あるため、現時点での連結業績予想の開示は行わず、業績予想の開示が可能になった時点で開示いたします。 



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 63,870,025 株 22年3月期 31,577,550 株
② 期末自己株式数 23年3月期 464 株 22年3月期 624,123 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 41,722,424 株 22年3月期 30,953,473 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 27,829 △2.4 996 ― 324 ― 78 ―
22年3月期 28,517 △6.0 △2,918 ― △3,451 ― △8,770 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

23年3月期 1.88 ―
22年3月期 △283.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期 20,842 4,078 19.6 △16.14
22年3月期 18,852 △4,537 △24.1 △146.61

（参考） 自己資本 23年3月期  4,078百万円 22年3月期  △4,537百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている将来に関する記述には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれております。実際の業
績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 



  

１．経営成績 …………………………………………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する分析 ………………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する分析 ………………………………………………………………３ 

２．経営方針 …………………………………………………………………………………５ 

（１）会社の経営の基本方針 ………………………………………………………………５ 

（２）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題…………………………………… ５ 

３．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………６ 

（１）連結貸借対照表 ………………………………………………………………………６ 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 …………………………………………８ 

（３）連結株主資本等変動計算書 …………………………………………………………11 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………13 

（５）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………15 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ………………………17 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………18 

（セグメント情報等） ………………………………………………………………18 

（１株当たり情報） …………………………………………………………………21 

（重要な後発事象） …………………………………………………………………23 

  

  

○添付資料の目次

日本インター株式会社(6974) 平成23年３月期 決算短信

-1-



①当期の経営成績 

 当連結会計年度における我が国経済は、中国やインドなどアジア圏の好調な需要に牽引され、第２四

半期までは、輸出関連を中心とした企業の業績改善により、実質ＧＤＰは４四半期連続のプラス成長と

なり概して回復基調となったものの、第３四半期以降は、円高の進行と欧米の景気減速に加え個人消費

の停滞も影響し、盛り上がりに欠ける状況が続きました。特に３月に発生した東日本大震災により企業

のサプライチェーンが分断され、景気の先行きは予断を許さない状況になっております。 

  半導体・電子部品業界においては、スマートフォンやタブレットＰＣ、産業系向けの需要は旺盛では

ありましたが、日本や米国など先進国での景気先行きの不透明感から、夏ごろより減速傾向となり、在

庫調整が長期化し、年末商戦においては力強い需要の盛り上がりは見られませんでした。足元では期末

近くに発生した震災の影響により、工場ラインの復旧、安定した電力供給、円滑な部材調達の確保を図

らなければならないといった問題が生じております。 

  このような事業環境の中、当社は、平成22年６月の事業再生ＡＤＲの決議を経て中華圏を中心とした

海外市場への拡販と、環境対応車や太陽光発電など環境関連市場の一層の開拓を進める一方、コスト構

造のスリム化による損益分岐点の引き下げに全社を挙げて取り組み、業績の改善と財務体質の強化を図

り、平成22年12月28日には、株式会社産業革新機構に対する35億円の第三者割当増資を実施いたしまし

た。当連結会計年度の連結業績は、売上高が前年同期比1.4%減の302億９百万円となりました。うち、

製品は163億90百万円、商品は138億18百万円となりました。 

  民生製品では、環境関連ビジネスの本格的な進展により需要が拡大し、太陽光発電向けの売上が大き

く増加しました。また、自動車関連向けも堅調に推移しましたが、プラズマや液晶関連向けの受注が減

少し、売上は100億92百万円となりました。特に高周波用整流素子のSBD（ショットキー・バリア・ダイ

オード）において太陽電池モジュール向けが大きく伸長しました。超高速整流素子のFRED（ファース

ト・リカバリー・エピタキシャル・ダイオード）では、産業機器や自動車関連向けの売上が伸びまし

た。 

  産業製品では、産業市場の本格的な需要回復からパワーモジュールが大幅に増加し、売上は62億97百

万円となりました。主力とする汎用インバータが大幅に伸びたほか、工作機、エレベータ、溶接機向け

は倍増以上の勢いを見せました。今後も引き続き中国市場などでの需要増を見込んでおります。 

  商品は、半導体や電子部品が増加しましたが、家電向けの大型液晶の落ち込みが大きく、大幅に減少

しました。 

  損益面におきましては、原価低減と固定費削減に並行し、採算性を重視した営業活動を展開して参り

ました。このため営業利益は12億52百万円（前年同期は32億20百万円の損失）と大幅に増加しました。

また、上期の急激な円高のため為替差損を３億78百万円計上したことなどにより、経常利益は５億30百

万円(前年同期は37億80百万円の損失)となりました。また、有利利子負債を削減するため投資有価証券

の売却を積極的に進めたことなどにより４億97百万円の特別利益を計上しました。一方で、事業再生損

失を２億41百万円、東日本大震災の発生に伴う引当金繰入を含む震災関連の損失２億82百万円を特別損

失に計上したことなどにより、当期純利益は３億12百万円(前年同期は91億96百万円の損失)となりまし

た。 

  

 ②次期の見通し 

  我が国経済の今後の見通しにつきましては、震災の影響で生産活動が一時的に停滞することが予想さ

れ、これに伴い個人消費も落ち込み、当面は厳しい状況が続くもの見込まれます。しかし一方では、年

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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度後半からは震災からの復興事業が本格化し大きな需要増が予想されます。特に、震災の影響による不

安定な電力供給を契機として、節電への取り組み強化の必要性が高まり、市場においては環境重視・省

エネへの流れが加速されることが予想されます。したがって、ハイブリッド車や電気自動車のモーター

制御と急速充電器、太陽光・風力などの再生可能エネルギーの発電設備や災害に強い電気の供給に資す

る蓄電設備、パソコンや家電の電源などの分野におけるパワー半導体の需要は今後一層拡大することが

考えられます。 

  こうした中、成長市場をめぐってはグローバルでの企業間競争が一段と激しさを増していくことが予

想され、当社グループにあっては環境・新エネルギーなどの成長分野向けの新製品開発、顧客要求基準

に沿った品質の確保、生産コストの削減、海外営業力の強化を図って参ります。そのために、中国にお

けるヘッドクォーターの開設などを進め、更なるグローバル展開を加速して参ります。 

  なお、業績予想につきましては、東日本大震災が市場および当社グループのお客様に与える影響が見

通せず、予想をすることが困難であるため、現時点での連結業績予想の開示は行わず、業績予想の開示

が可能になった時点で開示いたします。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末の資産合計は前年同期比21億30百万円増の225億７百万円となりました。主な内訳

として、流動資産は、平成22年12月の株式会社産業革新機構による35億円の増資払込を主因に現金及び

預金が44億98百万円増加したことなどにより前期比38億27百万円増の177億18百万円となりました。固

定資産は、資産効率を高めるために投資有価証券を売却したことなどにより投資その他の資産が14億14

百万円減少したことを主因に16億81百万円減の47億80百万円となりました。 

  負債合計は前年同期比66億86百万円減の184億32百万円となりました。主な内訳として、流動負債

は、財務体質の強化のために債務の株式化によりＡ種優先株式を発行し、また短期借入金を長期借入金

へシフトしたことにより短期借入金が70億71百万円減少したことなどにより、77億46百万円減の106億

68百万円となりました。固定負債は、上記の理由により長期借入金を46億10百万円増加させたことなど

により、10億59百万円増の77億63百万円となりました。 

  純資産合計は、平成22年７月に実施した債務の株式化51億９百万円と平成22年12月の株式会社産業革

新機構による35億円の増資を主因として88億14百万円増の40億74百万円となり、債務超過を解消いたし

ました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度における現金および現金同等物は前連結会計年度に比べ45億81百万円増加し、56億53

百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益による３億54百万円の増加があった

ものの、仕入債務の減少などから２億93百万円の減少となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入などから11億32百万円の増加

となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入などから39億４百万円の増加となりま

した。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

用しております。 

※平成23年３月期、平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しております。 

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率 14.4％ △23.3％ 18.1％

時価ベースの自己資本比率 17.8％ 38.0％ 38.9％

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

― 33.7倍 ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

― 1.2倍 ―
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当社は、すべてのお客様に 高の満足と安心を提供し、社会へ貢献し、地域との共生を目指し、働く

人々の幸福と進歩、夢を創造することを基本理念としております。今後成長が期待される市場に焦点を

あて、高効率な電力変換・制御（パワーマネジメント）を可能にするパワー半導体の開発・製造・販

売、及び他社の半導体・電子部品の代理店販売を柱に事業を展開しております。 

 パワーマネジメントを実現する付加価値の高い製品を開発し、省エネや環境保全の面から社会に貢献

していくとともに、半導体・電子部品を組み合わせ、お客様の問題解決に役立つ新しい商品を提案して

いくことで将来に渡り、企業価値を高めていくことを基本方針としております。 

  

平成23年３月に発生した東日本大震災の影響による不安定な電力供給を契機として、節電への取り組

み強化の必要性が高まり、半導体・電子部品業界の市場においては環境重視・省エネへの流れが加速さ

れることが予想されます。これに伴い、有力な既存市場である薄型テレビ、ノートパソコン、スマート

フォンなどの普及拡大に加え、ハイブリッド車や電気自動車のモーター制御と急速充電器、太陽光・風

力などの再生可能エネルギーの発電設備や災害に強い電気の供給に資する蓄電設備、パソコンや家電の

電源などの分野におけるパワー半導体の需要は今後一層拡大することが予想されます。 

 なお、こうした中成長市場をめぐってはグローバルでの企業間競争が一段と激しさを増していくこと

が予想され、これに対応すべくグローバルでの生産、品質保証、開発設計および営業体制を高度化すべ

く、経営管理の質を一層高め、収益体質の強化を図って参ります。 

 当社グループは昨年８月にディスクリート・モジュール・商品の３事業体制を立ち上げ、今後、これ

らの３事業について以下のとおり事業を展開していくことを計画しております。 

（１） ディスクリート事業 

   つくば事業所の８インチ工場を母体とするビジネスモデルの確立 

   ① 生産能力の増強と生産ラインの統廃合を含めた生産体制の再構築 

   ② ファウンドリ（前工程製造）と後工程専業メーカーの活用による原価低減 

   ③ 中華圏における営業体制強化による収益性の改善 

   ④ 環境・情報端末などの成長分野向けの新製品開発と拡販 

（２） モジュール事業 

   生産能力拡大および新製品開発による収益力の強化 

   ① 環境・新エネルギー市場におけるモジュール製品群の拡充と拡販 

   ② モールド型モジュールの開発と生産 

   ③ 中華圏における生産および販売体制の強化 

（３） 商品事業 

   収益性の改善に重点をおいたビジネスの展開 

   ① ソリューション提案型ビジネスの一層の強化 

   ② 環境・新エネルギー市場の開拓 

  

 なお、以上の計画を確実に達成することが当社の目下 大の目標であり、その指標は売上高および営

業利益でありますが、東日本大震災が市場および当社グループのお客様に与える影響が見通せないた

め、現時点では具体的な数値は設定いたしておりません。 

  

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
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３．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,255 5,753

受取手形及び売掛金 6,851 5,832

商品及び製品 2,096 2,316

仕掛品 2,177 1,855

原材料及び貯蔵品 1,185 1,412

前渡金 0 239

繰延税金資産 2 2

未収入金 270 237

その他 73 73

貸倒引当金 △23 △4

流動資産合計 13,891 17,718

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,889 6,801

減価償却累計額 △5,081 △5,180

建物及び構築物（純額） 1,808 1,620

機械装置及び運搬具 12,126 11,968

減価償却累計額 △11,252 △11,282

機械装置及び運搬具（純額） 874 686

土地 936 893

リース資産 915 987

減価償却累計額 △425 △523

リース資産（純額） 490 463

建設仮勘定 17 214

その他 2,237 2,224

減価償却累計額 △2,139 △2,147

その他（純額） 97 76

有形固定資産合計 4,224 3,954

無形固定資産

ソフトウエア 5 10

その他 44 40

無形固定資産合計 49 51

投資その他の資産

投資有価証券 1,553 153

長期前払費用 104 98

保証金 273 337

繰延税金資産 11 13

その他 269 206

貸倒引当金 △25 △34

投資その他の資産合計 2,188 774

固定資産合計 6,461 4,780
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

繰延資産

社債発行費 24 8

繰延資産合計 24 8

資産合計 20,377 22,507

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,930 3,411

短期借入金 10,163 3,092

1年内償還予定の社債 2,100 2,750

リース債務 237 248

未払金 196 257

未払費用 296 145

未払法人税等 24 42

賞与引当金 129 159

リース資産減損勘定 300 247

災害損失引当金 － 162

その他 34 151

流動負債合計 18,414 10,668

固定負債

社債 2,750 －

長期借入金 720 5,330

リース債務 1,090 853

繰延税金負債 230 10

退職給付引当金 562 529

長期リース資産減損勘定 888 632

資産除去債務 － 12

事業整理損失引当金 305 294

その他 156 99

固定負債合計 6,704 7,763

負債合計 25,118 18,432

純資産の部

株主資本

資本金 4,041 2,234

資本剰余金 4,077 1,750

利益剰余金 △12,266 531

自己株式 △508 △0

株主資本合計 △4,656 4,515

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 337 15

為替換算調整勘定 △422 △456

その他の包括利益累計額合計 △84 △441

純資産合計 △4,740 4,074

負債純資産合計 20,377 22,507
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 30,652 30,209

売上原価 29,794 25,273

売上総利益 858 4,935

販売費及び一般管理費 4,078 3,683

営業利益又は営業損失（△） △3,220 1,252

営業外収益

受取利息 5 3

受取配当金 22 20

物品売却益 39 13

仕入割引 15 19

雑収入 44 86

営業外収益合計 126 144

営業外費用

支払利息 376 347

為替差損 144 378

社債発行費償却 20 16

雑支出 144 124

営業外費用合計 686 866

経常利益又は経常損失（△） △3,780 530

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 12

賞与引当金戻入額 32 34

投資有価証券売却益 2 404

前期損益修正益 5 23

役員退職慰労債務消滅益 － 19

その他 0 2

特別利益合計 41 497

日本インター株式会社(6974) 平成23年３月期 決算短信

-8-



(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

特別損失

災害損失引当金繰入額 － 162

災害による損失 － 119

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29

過年度たな卸資産修正損 － 48

減損損失 80 43

事業再生損失 4,841 241

固定資産除却損 7 10

早期割増退職金 291 －

退職給付費用 85 －

再就職支援費用 25 －

固定資産整理損 40 －

その他 6 16

特別損失合計 5,380 673

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△9,118 354

法人税、住民税及び事業税 21 43

法人税等調整額 55 △1

法人税等合計 77 42

少数株主損益調整前当期純利益 － 312

当期純利益又は当期純損失（△） △9,196 312
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 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 312

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △321

為替換算調整勘定 － △34

その他の包括利益合計 － △356

包括利益 － △43

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △43

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,041 4,041

当期変動額

新株の発行 － 4,429

減資 － △6,236

当期変動額合計 － △1,807

当期末残高 4,041 2,234

資本剰余金

前期末残高 4,077 4,077

当期変動額

新株の発行 － 4,429

減資 － 6,236

自己株式の消却 － △508

自己株式の処分 △0 －

欠損填補 － △12,485

当期変動額合計 △0 △2,327

当期末残高 4,077 1,750

利益剰余金

前期末残高 △3,070 △12,266

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △9,196 312

自己株式の消却 － △0

欠損填補 － 12,485

当期変動額合計 △9,196 12,798

当期末残高 △12,266 531

自己株式

前期末残高 △508 △508

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 508

当期変動額合計 △0 508

当期末残高 △508 △0

株主資本合計

前期末残高 4,540 △4,656

当期変動額

新株の発行 － 8,859

当期純利益又は当期純損失（△） △9,196 312

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △9,196 9,172

当期末残高 △4,656 4,515
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 26 337

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

310 △321

当期変動額合計 310 △321

当期末残高 337 15

為替換算調整勘定

前期末残高 △371 △422

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△50 △34

当期変動額合計 △50 △34

当期末残高 △422 △456

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △344 △84

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

259 △356

当期変動額合計 259 △356

当期末残高 △84 △441

純資産合計

前期末残高 4,195 △4,740

当期変動額

新株の発行 － 8,859

当期純利益又は当期純損失（△） △9,196 312

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 259 △356

当期変動額合計 △8,936 8,815

当期末残高 △4,740 4,074
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△9,118 354

減価償却費 1,140 638

減損損失 4,225 43

繰延資産償却額 26 16

貸倒引当金の増減額（△は減少） 43 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43 △36

受取利息及び受取配当金 △27 △24

支払利息 376 347

為替差損益（△は益） 1 127

投資有価証券売却損益（△は益） － △388

有形固定資産除却損 7 10

売上債権の増減額（△は増加） △233 863

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,662 △151

仕入債務の増減額（△は減少） △81 △1,468

賞与引当金の増減額（△は減少） △53 30

その他 △71 △296

小計 853 58

利息及び配当金の受取額 27 23

利息の支払額 △382 △354

法人税等の支払額 △32 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー 466 △293

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △84 0

有形固定資産の取得による支出 △196 △294

有形固定資産の売却による収入 0 4

投資有価証券の売却による収入 22 1,247

貸付けによる支出 △47 △1

貸付金の回収による収入 3 7

その他 11 168

投資活動によるキャッシュ・フロー △289 1,132
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,790 2,940

長期借入れによる収入 － 300

長期借入金の返済による支出 △240 △574

社債の償還による支出 △3,350 △2,100

株式の発行による収入 － 3,576

リース債務の返済による支出 △226 △237

配当金の支払額 △1 △0

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,026 3,904

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64 △162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △914 4,581

現金及び現金同等物の期首残高 1,986 1,071

現金及び現金同等物の期末残高 1,071 5,653
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（５）継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 当社グループは、平成19年４月から平成22年３月まで

の中期経営計画に基づき、IT及びデジタル家電、自動車

電装品及び関連機器、産業機器及びクリーンエネルギー

の３市場で、成長性の高いアプリケーションに経営資源

を集中し企業価値の向上に努めてまいりました。しかし

ながら、戦略的投資の回収とグローバル化に対応した事

業の再構築が進まず、これに世界同時不況による売上の

大幅な減少が重なり、３期連続で多額の当期純損失を計

上することとなりました。加えて、たな卸資産評価損16

億55百万円及び特別損失53億80百万円を当連結会計年度

に計上したことから、当連結会計年度末の純資産は47億

40百万円の債務超過となり、継続企業の前提に関する重

要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 この度、事業構造を抜本的に見直し、事業再生に向け

た収益体質の強化と財務体質の改善を図るため、産業活

力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づ

く特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生ADR手続」

といいます。）を、平成22年4月26日に事業再生実務家

協会に申請し同日付で受理されました。今後、お取引金

融機関様等と事業再生計画案を協議し、決議された計画

を迅速かつ着実に実行していくことで、平成22年度上期

において債務超過の速やかな解消を図り、株式上場維持

に努めてまいります。 

事業再生計画案の骨子は、以下のとおりであります。 

１．事業構造の改革 

民生・産業・商品の３事業につきましては、今後、新体

制の下で個別分社化も視野に入れた抜本的な構造改革に

着手してまいります。 

① 民生事業 

つくばの８インチ工場を母体とした外部委託中心のビジ

ネスモデルへ転換して参ります。 

・ 国内においては、5インチウエハの8インチウエハへ

のシュリンク化を加速することでつくば工場への生産集

約化を進め、生産効率の向上による原価低減を図りま

す。 

・ 海外においては、ファウンドリの活用と台湾子会社

の業務を順次、後工程専業メーカーへシフトすること

で、費用構造の変動費化を進めて、事業リスクの軽減を

図ります。 

・ 中華圏においては、事業管理人員、営業人員を増強

して現地ローカル企業への営業を強化し、売上の拡大を

目指します。 

② 産業事業 

資源の集中と協業による強化を図って参ります。具体的

には、今後、急速な市場の拡大が見込まれる環境、新エ

ネルギー市場向け製品の開発にあたっては、 終ユーザ

ーのニーズを製品に反映させるべく当社販売先との協業

を進めると共に、経営資源を集中します。特にモールド

型モジュールを速やかに製品化し、ハイブリッド車等車

載向け及び太陽光発電関連向けへの製品供給を積極的に

行って参ります。

 該当事項はありません。
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前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

③  商品事業 
メーカーとしての技術力を 大限活用し、収益性の高
いソリューション提案型ビジネスを更に展開できるよ
う顧客の選択と集中を進めます。これと平行して、メ
ーカーとしての商社部門としての位置付けを再認識
し、分社化を視野に入れた事業改革に着手します。 
④   固定費の削減 
生産体制の抜本的な見直し及び人事評価制度の見直し
等により、人件費総額の維持もしくは抑制を図って参
ります。 
２．事業再生ADR手続による金融支援と第三者割当増資 
自己資本の増強と有利子負債の削減を目的に平成22年
度上期において、お取引金融機関様等に対し、一部債
務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）等の金
融支援をお願いし、併せて海外の事業家様等から第三
者割当増資を受ける予定であります。 
  しかしながら、以上の施策は今後の協議によるた
め、現時点においては継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められます。 
  なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成し
ており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影
響は連結財務諸表に反映しておりません。
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表示方法の変更 

 
  

  

  追加情報 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（退職給付に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その3）（企業会計基準第19号 平成20年7月

31日）を適用しております。 

 本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額

に関わる適用初年度の費用処理額は7百万円であり、営

業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失および当期

純損失は、それぞれ7百万円増加しております。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務

の差額の未処理残高は69百万円であります。 

 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。                     

 これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益は

各々15百万円減少し、税引前当期純利益は45百万円減少

しております。また、当会計基準等の適用開始による資

産除去債務の変動額は19百万円であります。

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

―  当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21

年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損

益調整前当期純利益」の科目で表示しております。   

 

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

―  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。   
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当社連結グループはパワー半導体の専業メーカーとして、SBD、FREDをはじめとするダイオード

並びにモジュール製品の製造、販売、開発に携わっており、その製品は情報および民生機器、自動

車電装品、各種産業機器等に幅広く使われています。 

しかし、販売市場は多岐に亘るうえ、各市場で使用する製品は相互に類似、重複しております。

また製品の種類、性質、製造方法からみて、単一の事業区分と認識するほうが経営の実態を適切に

反映できるものと考え、事業の種類別セグメント情報は単一といたしました。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   アジア…………台湾、フィリピン、シンガポール、中国 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社管理部門に係る

費用1,322百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価

証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等1,904百万円であります。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米……………米国、メキシコ 

 (2) アジア…………中国、韓国、シンガポール、台湾 

 (3) ヨーロッパ……ドイツ、スロバキア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

(事業の種類別セグメント情報)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(所在地別セグメント情報)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益
 (1) 外部顧客に対する売上高 25,354 5,297 30,652 ― 30,652

 (2) セグメント間振替 3,253 1,456 4,710 △4,710 ―

計 28,607 6,754 35,362 △4,710 30,652

  営業費用 31,146 7,080 38,226 △4,353 33,873

  営業損失（△） △2,538 △325 △2,864 △356 △3,220

Ⅱ 資産 19,431 2,851 22,282 △1,904 20,377

(海外売上高)

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

北米 アジア ヨーロッパ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 34 7,136 20 7,192

Ⅱ 連結売上高(百万円) 30,652

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

0.1 23.3 0.1 23.5
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（追加情報） 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準17号 平成21年3月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年3月21日）を適用しております。 

  

  

１  報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、当社取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象とな

っているものです。 

 当社グループは、取り扱う製品・商品別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。した

がって、当社グループは、製品・商品別のセグメントから構成されております。また、製品は製造方法

及び製品の類似性から「民生製品」、「産業製品」に識別し、「商品」を加えた3つを報告セグメント

としています。 

 「民生製品」の主要製品は、小電力用一般整流素子等（民生）、SBD、FREDであります。「産業製

品」の主要製品は、小電力用一般整流素子等（産業）、中・大電力用一般整流素子、サイリスタ、パワ

ーモジュール、スタックであります。「商品」の主要製品は、アクティブ液晶デバイス、光電変換素

子、組立品であります。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成の方法と概ね同一であります

が、全社に係わる販売費及び一般管理費は、合理的な基準に基づき各報告セグメントに配分しておりま

す。また、資産については、棚卸資産のみを管理可能な資産として各セグメントに帰属させておりま

す。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

                                           (単位：百万円） 

 
 (注１）セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 （注２）セグメント資産は、棚卸資産を対象としております。 

  

(セグメント情報)

報告セグメント

合計
民生製品 産業製品 商品

売上高

  外部顧客への売上高 10,092 6,297 13,818 30,209

セグメント利益 599 414 237 1,252

セグメント資産 2,870 1,861 852 5,583
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

(2) 有形固定資産 

 
（注）有形固定資産は、国又は地域に分類しております。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
（注）全社・消去の金額は、各報告セグメントに配分していない売却資産に係わるものであります。売却資産は、帳

簿価額を回収可能価額まで減額しております。 

  

(関連情報)

(単位：百万円)

日本 アジア ヨーロッパ 北米 合計

22,758 7,307 120 22 30,209

(単位：百万円)

日本 アジア 合計

3,471 483 3,954

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(単位：百万円)

報告セグメント

全社・消去 合計

民生製品 産業製品 商品 計

減損損失 ― ― ― ― 43 43
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（注）１．１株当たり当期純利益金額又は一株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は以下のとおりでありま

す。 

  

 
    （注）２．平成22年7月15日発行のA種優先株式 10,219,622株であり、その概要は以下のとおりであります。

・ 平成23年3月期から平成26年3月期に係る配当は実施しない。 

・ 平成26年3月末までは 550円、それより後は 500円の金銭交付により、当社は償還することができ

る。 

・ 平成26年4月1日から平成49年3月末までの間、同優先株式の株主は、同優先株式を普通株式に転換

する請求権を当社に対し有する。転換により取得できる普通株式の数は同優先株式の数に500円を

乗じた額を転換請求価格により除したものであり、転換請求価格は、平成26年4月1日に先立つ45取

引日から30取引日の普通株式終値平均と150円の高い方（当初転換請求価格）である。以降、転換

請求価格は毎年4月1日に一定の範囲内で時価に修正される。但し、修正の上限は当初転換請求価格

であり、下限は当初転換請求価格の 80%と 150円の高い方である。時価は、毎年4月1日に先立つ45

取引日から30取引日の普通株式終値平均である。なお、転換請求価格は株式分割、株式併合、合

併、吸収分割等の事由が発生した場合には調整される。 

・ 平成31年7月以降毎年7月に、同優先株式の株主は 1株500円での償還を請求できる。但し、償還価

額は直前事業年度の当期純利益の２分の１から同優先株式の配当等を控除した金額を上限とする。

・ 平成49年3月末までに、転換等による取得請求が当社に対しなされなかった同優先株式は全て普通

株式に転換される。転換により取得される普通株式の数は、同優先株式の数に500円を乗じた額を

転換価格により除したものであり、転換価格は、平成49年3月末日に先立つ45取引日から30取引日

の普通株式終値平均と150円の高い方である。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 △153円16銭 △16円20銭

１株当たり当期純利益金額又は一株
当たり当期純損失金額（△）

△297円10銭 ７円49銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

一株当たり当期純損失であるため記
載しておりません。

潜在株式は存在するものの、希薄化
効果を有していないため記載してお
りません。

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益金額又は当期純損
失金額（△）

△9,196百万円 312百万円

普通株主に帰属しない金額 ― 百万円 ― 百万円

普通株式に係る当期純利益金額又は普通株式に係
る当期純損失金額（△）

△9,196百万円 312百万円

普通株式の期中平均株式数 30,953,473株 41,722,424株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

―   （注）２．を参照下さい
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(注)３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

純資産の部の合計額 △4,740百万円 4,074百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 ― 百万円 5,109百万円

（うち、普通株式を対価とする取得請求権付Ａ種
優先株式払込金額）

― 百万円 （5,109百万円）

普通株式に係る期末の純資産額 △4,740百万円 △1,034百万円

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
通株式の数

30,953千株 63,869千株
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(重要な後発事象)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

１．事業再生ADR手続の申請及び受理 
 当社は、事業再生ADR手続の取り扱い団体である、法
務省より認証を及び経済産業省より認定を受けている事
業再生実務家協会に対して、平成22年４月26日、事業再
生ADR手続利用についての申請を行い同日受理され、同
日付で同協会との連名で全取引金融機関等に対して「一
時停止の通知書」を送付しました。また、平成22年５月
10日開催の「第１回債権者会議」において、全取引金融
機関等に事業再生計画案の概要の説明を行い、借入金元
本返済の一時停止の同意（追認）についてご承認を頂い
ております。さらに、当社は、事業の継続に欠くことの
できない資金に充てるために調達を行う25億円の借入に
関し、当該借入れにかかる債務については優先弁済権を
付与することについて全取引金融機関等よりご承認を得
ております。これまでどおり事業活動を行いながら、過
剰な有利子負債につき当事者間の話し合いをベースとし
て迅速に解決する事業再生ADR手続の利点を活用し、公
正中立な立場から同協会より調査・指導・助言をいただ
き、上場維持を前提として、借入金に関わる全取引金融
機関等と弁済スケジュールの変更等を含めた事業再生計
画案の協議を行ってまいります。同計画案については、
平成22年5月25日に開催された第２回債権者会議におい
て、全取引金融機関等との間で協議を行いましたが、平
成22年6月22日開催予定の第３回債権者会議において、
全取引金融機関等の合意による成立を目指して参りま
す。

該当事項はございません。

２．第三者割当により発行される普通株式の募集
 平成22年5月24開催の当社取締役会において以下のと
おり、第三者割当により発行される株式の募集を行うこ
とについて決議しました。なお、本件は平成22年6月22
開催予定の事業再生ADR手続の第3回債権者会議におい
て、当社が策定する事業再生計画案につき全取引金融機
関等が同意し、事業再生ADR手続が成立すること及び平
成22年6月30日開催予定の定時株主総会における本件に
関する議案が承認されることが条件です。

（1）発行期日 
（2）発行新株式数 
（3）発行価額 
（4）調達資金の額 
（5）募集又は割当方法 
    （割当先）

平成22年７月15日 
普通株式 1,666,700株 
1株につき150円 
250百万円 
第三者割当の方法により、
Ningbo  Mingxin 
Microelectronics  Co., 
Ltd.に全株割り当てる

３．第三者割当により発行される優先株式の募集
 平成22年6月10日開催の当社取締役会において以下の
とおり、第三者割当による優先株式の発行について決議
いたしました。なお、本件は平成22年6月22開催予定の
事業再生ADR手続の第3回債権者会議において、当社が策
定する事業再生計画案につき全取引金融機関等が同意
し、事業再生ADR手続が成立すること及び平成22年6月30
日開催予定の定時株主総会における本件に関する議案が
承認されることが条件です。

（1）発行期日 
（2）発行新株式数 
（3）発行価額 
（4）払込金額の総額 
（5）募集又は割当方法 
  （割当先）

平成22年７月15日 
10,219,622株 
１株につき500円 
5,109百万円 
第三者割当の方法により、
株 式 会 社 横 浜 銀 行 に
9,121,148株、株式会社三
井住友銀行に517,241株、
株式会社三菱東京UFJ銀行
に 581,233 株を割り当て
る。
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前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

４．資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並び
に剰余金処分 
平成22年6月10日開催の当社取締役会において以下のと
おり、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少な
らびに剰余金処分について決議しました。なお、本件
は、平成22年6月30日開催予定の定時株主総会における
本件に関する議案が承認されることが条件です。
（１） 資本金を6,236百万円減少し、その他資本剰余金
    に振り替える。 
（２） 資本準備金を6,690百万円減少し、その他資本剰 
    余金に振り替える。 
（３） 利益準備金を333百万円減少し、繰越利益剰余金 
    に振り替える。 
（４） 上記（１）（２）（３）が実現した範囲で、その 
    他資本剰余金、別途積立金、技術研究積立金及び 
    固定資産圧縮積立金を各々12,485百万円、2,100 
    百万円、13百万円、10百万円減少し、その合計で 
    ある14,609百万円を繰越利益剰余金に振り替え 
    る。

５．自己株式の消却 
 平成22年6月10日開催の当社取締役会において、自己
株式624,225株、508百万円を消却することを決議しまし
た

６．投資有価証券及びその他の資産の売却 
 平成22年6月10日開催の当社取締役会において、保有
する投資有価証券20銘柄及びその他の資産（ゴルフ会員
権2銘柄）を売却することを決議しました。
７．固定資産の譲渡 
 平成22年6月10日開催の当社取締役会において、秋田
県に所有する土地 約25,000㎡を譲渡することを決議し
ました。 
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